
平成２５年１０月

工事の名称（仮称） 工事の場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札時期
入札又は
契約の方法

担当課 備考

防災車庫 伯耆町役場 ３か月 新設工事 延べ面積　１３９㎡ 第３四半期指名競争 総務課
面積変更
時期変更

保育所エアコン設置工事 こしき保育所 ２か月 設備工事 ３歳以上児室エアコン設置（４室） 第１四半期指名競争 福祉課 執行済

保育所エアコン設置工事 溝口保育所 ２か月 設備工事 ３歳以上児室エアコン設置（４室） 第１四半期指名競争 福祉課 執行済

桝水地区簡易水道施設改良工事（１
工区）

岩立、金屋谷 ５か月 上水道 送・配水管Ｌ＝１１０６．１ｍ 第２四半期指名競争 地域整備課 発注済

桝水地区簡易水道施設改良工事（２
工区）

岩立、大内 ３か月 上水道 配水管Ｌ＝４２５．８ｍ 第２四半期指名競争 地域整備課 発注済

桝水地区簡易水道施設改良工事（３
工区）

金屋谷 ３か月 上水道 配水管Ｌ＝４４８．３ｍ 第２四半期指名競争 地域整備課 発注済

桝水地区簡易水道施設改良工事（４
工区）

金屋谷 ２か月 上水道 配水管Ｌ＝５９７ｍ 第３四半期指名競争 地域整備課
10月9日
入札予定

桝水地区簡易水道施設改良工事（５
工区）

金屋谷 ２か月 上水道 送・配水管Ｌ＝３８３ｍ 第３四半期指名競争 地域整備課
10月9日
入札予定

小野地区専用水道（さく井）工事 小町 ５か月 上水道 深井戸ボーリング　Ｌ＝１５０ｍ 第３四半期指名競争 地域整備課

平成２５年度農業集落排水施設機器
修繕工事

吉長他 ５か月 下水道 処理施設修繕（遠藤処理場、旭、二部） 第２四半期指名競争 地域整備課 発注済

交通安全施設設置工事 町内 ５か月 交通安全 カーブミラー　ガードレール　外 第３四半期指名競争 地域整備課 時期変更

吉長橋外橋梁改修工事 吉長外 6か月 橋梁維持 塗装補修及び断面修復 第3四半期 指名競争 地域整備課

伯耆町平成２５年度年度公共工事の発注見通しの公表

注）１　ここに掲載する内容は平成２５年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注
　　　される場合があります。

　　２　工事期間及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

　　３　入札時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、「第4四半期」
　　　とは「1月～3月」をそれぞれ指すものです。

　　４　予定価格が２５０万円以上と見込まれる工事



平成２５年１０月

工事の名称（仮称） 工事の場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札時期
入札又は
契約の方法

担当課 備考

三和橋改修工事（上部工） 立岩外 6か月 橋梁維持 塗装補修及び断面修復 第3四半期 指名競争 地域整備課

町民の森整備工事（エントランス） 上野 6か月 公園 舗装等エントランス整備 第３四半期指名競争 地域整備課 時期変更

町民の森整備工事（園内） 上野 6か月 公園 園内歩経路等整備 第３四半期指名競争 地域整備課 時期変更

尾高井手水路改修工事 大江 ５か月 改修工事 水路改修L=80m 第2四半期 指名競争 産業課 執行済

大内農道舗装工事 大内 ３か月 改良工事 農道舗装L=600m 第2四半期 指名競争 産業課 執行済

二部水路改修工事 二部 ５か月 改修工事 水路改修L=365m 第2四半期 指名競争 産業課 執行済

添谷水路床版設置工事 添谷 ６か月
床版設置
工事

床版設置L=585m 第2四半期 指名競争 産業課 執行済

岸本小学校特別教室棟外壁改修工
事

岸本小学校 ２か月 改修工事 外壁改修 第１四半期指名競争 教育委員会 執行済

溝口中学校体育館耐震等改修工事 溝口中学校 5か月 改修工事 耐震補強、外壁改修等 第１四半期指名競争 教育委員会 執行済

二部地区急傾斜崩壊対策工事 二部小学校 ２か月 土木工事 斜面対策、擁壁設置等 第１四半期指名競争 教育委員会 執行済

伯耆町平成２５年度年度公共工事の発注見通しの公表

注）１　ここに掲載する内容は平成２５年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注
　　　される場合があります。

　　２　工事期間及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

　　３　入札時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、「第4四半期」
　　　とは「1月～3月」をそれぞれ指すものです。

　　４　予定価格が２５０万円以上と見込まれる工事
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CATV伝送路整備工事（大平原金屋
谷間）

上野、金屋谷 6か月
電気通信
工事

伝送路延長 第3四半期 指名競争 企画課 追加

保育所床暖房設置工事 溝口保育所 ３か月 設備工事 ３歳未満児室等床暖房設置他 第3四半期 指名競争 福祉課 追加

1/39農地災害復旧工事 伯耆町福兼 約５ケ月 災害復旧 復旧延長L=115m 第４四半期指名競争 産業課 追加

10/39農地災害復旧工事 伯耆町福岡 約５ケ月 災害復旧 復旧延長L=61m 第４四半期指名競争 産業課 追加

208/39農業用施設災害復旧工事 伯耆町福岡 約５ケ月 災害復旧 復旧延長L=26m 第４四半期指名競争 産業課 追加

溝口中学校プール改修工事（プール
改修）

溝口中学校 5か月 改修工事 プール改修（25m×5コース） 第3四半期 指名競争 教育委員会 追加

溝口中学校プール改修工事（付属施
設整備）

溝口中学校 5か月
新築・改修
工事

部室棟新築、設備工事 第3四半期 指名競争 教育委員会 追加

伯耆町平成２５年度年度公共工事の発注見通しの公表
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